
韓国の支援概要 

 

a.映画支援団体 

 

・韓国映画振興委員会(KOFIC)が映画支援の中心組織であり、映画振興を目的とした文化体育観

光部管轄の特殊法人。協定締結における権限のある当局である 

・KOFIC が、映画発展基金の管理運営を介して様々な事業を実施。財源は 100％映画発展基金か

ら成り、映画発展基金は映画チケット代の 3％を原資としている 

 

b. 支援形態   

 

・映画発展基金が、全て KOFIC の活動に使われる 

・外国映像作品ロケーション誘致インセンティブについては映画発展基金ではなく、全額観光振興開発

基金の予算で賄われる 

・支援は開発から海外展開まで多岐に亘るが他国と比して人材支援に手厚く、座学だけでなくワークショ

ップも充実 

・国際共同製作作品への支援は 2018 年度を最後に中止され再開予定はないが、ただし共同製作映

画を韓国映画として認定する基準は存在する 

 

c. 規制・法制度 

 

・73 日（1 年の 5 分の 1）というスクリーンクオータ制は存在するが、現状としては韓国の国内マーケット

の大半は国内映画が掌握しているためクオータ制なしに韓国映画の割合は保たれている 

 

  



韓国の映画産業および国際共同製作にかかる規制、法制度 

 

1. 国際共同製作協定締結国と、権限のある当局 

 

韓国は、二国間国際共同製作協定を 6 ヶ国と締結している。映画・オーディオビジュアルに関しては、

映画振興委員会（Korean Film Council、以下「KOFIC」)が権限のある当局として協定の締結を

進める。放送番組については放送通信委員（Korea Communications Commission）が権限の

ある当局となるため、放送番組も含めた協定の場合は、併記される。また、2010 年には EU とオーディオ

ビジュアル作品に関する共同製作協定を結んでおり、協定内に規定された条件を満たせばヨーロッパ映

画・韓国映画として認められる。 

 

（ア）ヨーロッパ 

フランス 

 

（1） アジア、オセアニア 

中国、オーストラリア、インド、ニュージーランド 

 

（ウ）北米 

カナダ 

 

2. クオータ制度1 

 

1966 年、映画法施行令第 25 条で「韓国映画の上映基準を年間 6 本（2 ヶ月ごとに 1 本）以

上とし、年間総上映日数は 90 日以上とする」というスクリーンクオータが設けられ、1967 年から施行さ

れた。 

 

1984 年の改正時は「韓国映画を年間 5 分の 2 以上の上映」を基準とし、1996 年には年間合計

146 日に確定された。146 日は、当時の韓国映画市場シェア目標 40％を基準にしたものである。実

際には規定通りに日数が保たれないケースが散見されたが、1993 年にスクリーンクオータ監視団が構成

され、本格的に活動を開始してからは実効性が保たれた。1996 年には合計日数が 106 日に縮小され

た。 

 

1998 年、韓国のスクリーンクオータ制度が大きい局面を迎える。米国映画協会（MPAA）のウィリア

ム・ベイカー会長が韓国を訪問し、「スクリーンクオータ日数を減らしてくれれば 5 億ドル規模の投資をした

い」と提案したことから始まった。そして、7 月 21 日ワシントンで開かれた第 1 回韓米投資協定の実務交

渉で、米国側が「スクリーンクオータが二国間投資協定（BIT）の標準に反する」と指摘。通商交渉本

 
1
 https://mk.co.kr/news/culture/view/2019/09/694353/ 

https://mk.co.kr/news/culture/view/2019/09/694353/


部長も記者懇談会を通じて「外資誘致と韓国映画振興のためにスクリーンクオータ廃止が望ましい」と発

言した。その後韓国政府がスクリーンクオータ日数を縮小するという案に対し、米国側が完全廃止を要求

して拒否するなど二国間の闘争が続き、スクリーンクオータ制の現行維持を求める韓国映画人をも巻き

込んだ騒動が長年続いた。米国側のこのような要求が、韓米自由貿易協定（韓米 FTA）の交渉につ

ながる。結果として韓国政府は FTA 早期締結のために、FTA 交渉を前に「映画・ビデオの振興に関する

法律施行令」の改正。2006 年 7 月 1 日、スクリーンクオータを 73 日に縮小した。韓米 FTA でスクリー

ンクオータは現行留保で合意された。 

 

現在も 73 日（1 年の 5 分の 1）というスクリーンクオータ制は存在するが、現状としては韓国の国内

マーケットの大半は国内映画が掌握しているためクオータ制なしに韓国映画の割合は保たれている。 

 

3. 国際共同製作認定システム2 

 

国際共同製作作品への開発支援、制作支援、投資誘致支援については 2018 年度を最後に中止

され、今後も支援再開の予定はない。ただし、海外との共同製作映画を韓国映画として認定する基準

は存在する。 

 

（ア）国際共同製作映画認定基準 

 

KOFIC は映画、ビデオ作品振興関連法第 2 条第 4 号、第 27 条第 2 項、法施行令第 10 条第

1 項、法施行規則第 5 条の規定に則り、共同制作映画の韓国映画認定業務を遂行している。 

 

a. 認定対象 

韓国と外国の映画製作者が製作費用を共同出資し、KOFIC に韓国映画認定審査を申請する映画 

 

b. 申請書類 

・申請書 1 部 

・作品の技術的、芸術的、人的要素の評価のため、必要に応じ委員会が要請する書類 各 1 部（委

員会が必要とする場合のみ） 

・共同製作契約書（韓国語版含む）1 部 

・映画シノプシスおよびシナリオ 各 1 部 

・プリント 1 セットまたは同一内容のコピー版 8 セット：作品完成後の申請時に申請。スクリーナー対応

可 

・作品商業利用のための著作権取得に関する書類のコピー（必要時）各 1 部 

・撮影所、または野外撮影の主要撮影期間、ロケ地を明記した週間作業計画書 1 部 

・制作費調達計画を含む予算計画書 1 部 

 
2
 https://www.kobiz.or.kr/new/kor/02_overseas/production/korMovieAuthInfo.jsp 

https://www.kobiz.or.kr/new/kor/02_overseas/production/korMovieAuthInfo.jsp


・制作日程表 1 部 

・映画の完成前に韓国映画認定を申請した場合、完成後に「上映等級分類」申請を行う 15 日前まで

に確認審査書類を提出する。提出の無かった場合は、認定が取り消されることもある。 

 

c. 審査基準ポイント表 

 

下記ポイント表で、25 点以上取得した場合は韓国映画として認定される。参加スタッフの国籍に関し

ては韓国国籍か国内外居住の同胞3であればカウントの対象とする。 

 

表 劇映画およびドキュメンタリーのポイント表（合計 100点） 

大項目 小項目 ポイント 備考 

製作者  10 ポイント 製作者、プロデューサーなど 

劇中言語  10 ポイント  

テーマ  5 ポイント  

クリエイティブ 

（16 ポイント） 

監督 10 ポイント  

脚本 5 ポイント 脚色、原作含む 

作曲 1 ポイント  

俳優 

（18 ポイント） 

主演俳優 10 ポイント  

助演俳優 8 ポイント  

技術 

（15 ポイント） 

演出部 3 ポイント アクション監督含む 

撮影部 3 ポイント  

制作部 2 ポイント  

編集・音響・美術・大

道具・メイク・照明・

VFX 

各 1 ポイント  

参加業者 

(6 ポイント) 

 

スタッフ業者 4 ポイント  

制作参加業者（セッ

ト、エキストラ） 

2 ポイント  

撮影場所  3 ポイント  

撮影機材 

（5 ポイント） 

カメラ 2 ポイント  

照明 2 ポイント  

その他 1 ポイント  

ダビング  5 ポイント  

VFX,DI,CG 等  7 ポイント  

 
3
 「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」により、韓国国民として外国に長期滞在する人のほか、外国で永住権を取得した人、

国籍に関係なく韓民族の血統を持ち外国で居住、生活する人などを「在外同胞」と定めている。 



表 アニメーションのポイント表（共通部門 50点＋ジャンル別 50点＝合計 100点） 

 

共通部門（合計 50点） 

大項目 小項目 ポイント 

製作者 

（18 ポイント） 

製作者 10 ポイント 

プロデューサー 5 ポイント 

絵コンテ 3 ポイント 

クリエイティブ 

（17 ポイント） 

監督 10 ポイント 

脚本 5 ポイント 

作曲 2 ポイント 

素材・背景  5 ポイント 

ポストプロダクション 

（10 ポイント） 

音響 5 ポイント 

現像 3 ポイント 

フィルムレコーディング 2 ポイント 

 

ジャンル別部門（各 50点） 

 

(a) 2Dアニメーション （50点） 

美術監督・キャラデザイン・背景デザイン・アニメーション監督 各 5 ポイント 

色彩デザイン・背景制作・レイアウト・原画・動画制作 各 4 ポイント 

撮影 7 ポイント 

彩色 3 ポイント 

 

(b) 3DCGアニメーション （50点） 

美術監督・キャラデザイン・背景デザイン・キャラクターモデリング 各 5 ポイント 

背景モデリング・テクスチャ―・アニメーション・VFX・レンダリング 各 5 ポイント 

編集 各 5 ポイント 

 

(c) ストップモーション・アニメーション （50点） 

美術監督・キャラデザイン・背景デザイン・アニメ監督・撮影監督・撮影部 各 5 ポイント 

キャラクター制作・セット制作・アニメーション・合成（CG）・編集 各 4 ポイント 

  



韓国の映画産業にかかる支援制度 

 

1. 主な支援団体とその財源 

 

韓国の映画支援は、映画振興委員会（KOFIC)を通じて行われる。KOFIC は、映画振興を目的と

した文化体育観光部管轄の特殊法人である。映画発展基金の管理運営を介して様々な事業を実施

している。財源は 100％映画発展基金から成り、映画発展基金は映画チケット代の 3％を原資としてい

る。映画発展基金は全て KOFIC の活動に使われる。ただし「外国映像作品ロケーション誘致インセンテ

ィブ」については映画発展基金ではなく、全額観光振興開発基金の予算で賄われる。 

 

（ア）映画発展基金事業の目標 

・映画創作の多様性拡大 

・映画産業の持続的成長牽引 

・映画文化の価値拡大 

 

（イ）支援の方向性 

 

1.韓国映画創作力の強化 

・国際交流活性化を通じ韓国映画産業のグローバルネットワークの強化 

・韓国映画創作能力強化のため企画開発支援と制作支援の継続 

・公共オンライン流通網の運営を通じデジタルオンライン市場の活性化と違法流通対応 

・独立芸術映画製作支援および独立芸術映画専用映画館支援強化を通じ映画産業の脆弱な分野

での支援拡大 

・安定投資環境づくりと中低予算映画投資の活性化 

 

2.映画産業の基盤インフラの強化 

・収益分配構造の改善、工程管理環境づくりの設置など秩序強化 

・統合コンピュータネットワークと制作管理システム高度化を通じ映画産業透明性強化 

・映画労働の環境改善と事業多様化を通じ現場福祉インフラの改善 

・映画産業内の性犯罪対応機構の運営を通じたセクハラ‧性暴行の根絶と労働環境の改善 

・視聴環境改善を通じた映画文化格差の解消と文化福祉拡大 

・VFX/ SFX 映画などのデジタルシネマの新技術の開発と普及  



（ウ）KOFICの予算の推移（2016年～2020年）4 

 

前述の通り、KOFIC の運営は全て映画発展基金が財源となるため、基金の運用計画を示す。以下

「収入支出総括表」のうち「事業費」が、KOFIC の支援事業に使われる。 

 

表 KOFIC収入支出総括表(2016年～2020年) ＊単位 100万ウォン 

 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 

収入      

自己収入 

・投資総合出資金回収 

・利子収入 

・加算金 

・映画館入場券賦課金 

・国庫補助金返金等 

・他収益 

・官有物売却金 

121,093 

14,720 

7,764 

 

47,280 

1,000 

1,705 

48,609 

71,873 

11,500 

7,787 

15 

49,946 

1,000 

1,625 

60,459 

3,500 

4,671  

15 

50,398 

250 

1,625 

55,992 

 

3,704 

15 

50,398 

250 

1,625 

58,996 

 

3,688 

16 

54,446 

711 

135 

政府内部収入 

・公資基金5預託元金回収 

・公資基金預託利子回収 

1,567 

 

 

1,567 

31,638 

30,000 

 

1,638 

32,212 

30,000 

 

2,212 

23,674 

20,000 

 

3,674 

97,403 

94,000 

 

3,403 

余裕資金回収 252,338 223,863 233,527 185,284 113,115 

収入合計 375,007 327,374 326,198 264,950 269,514 

支出      

事業費 

・経常支出 

・融資支出 

72,441 

72,441 

64,587 

64,587 

55,285 

55,285 

66,000 

66,000 

89,948 

89,948 

基金運営費 

・人件費 

・基金管理費 

10,124 

8,093 

2,031 

10,260 

8,396 

1,864 

10,629 

8,642 

1,987 

10,835 

8,870 

1,965 

11,587 

9,288 

2,299 

政府内部支出 

・公資基金預託 

20,000 

20,000 

19,000 

19,000 

75,000 

75,000 

75,000 

75,000 

 

余裕資金運用 272,472 233,527 185,284 113,115  

 

 
4
https://www.kofic.or.kr/kofic/business/board/selectBoardList.do?boardNumber=25 

5
 公資基金＝公的資金管理基金 

https://www.kofic.or.kr/kofic/business/board/selectBoardList.do?boardNumber=25


（エ）KOFIC年度別事業費内訳6 

 

表 2020年度事業費内訳 ＊単位 100万ウォン 

事業名 89,948 内訳 

映画制作支援 35,482 映画制作支援 10,404 

 ・独立芸術映画制作支援(5,986) 

・長編劇映画撮影空間支援(2,020) 

・アニメ映画総合支援(2,038) 

・VR 専門力量強化(360)      

国際共同製作支援 1,078 

・中国フィルムビジネスセンター運営(572) 

・国際交流活性化(72) 

・海外事務所運営(434)  

投資出資事業 24,000 

映画流通支援 22,366 映画流通インフラ支援 11,089 

・専門館運営支援(2,979) 

・独立芸術映画公開支援(2,830) 

・独立芸術映画流通配給総合支援(2,000) 

・デジタルオンライン市場活性化(3,280) 

海外進出支援 5,196 

・韓国映画海外進出支援(2,901) 

・韓国映画海外上映行事(1,070) 

・映画撮影地情報ネットワーク構築(225) 

・アジア映画市場支援(1,000) 

国内外映画祭育成 6,081 

・国内映画祭育成(631) 

・独立映画祭開催支援(300) 

・国際映画祭支援(5,150) 

映画政策支援 

 

20,128 映画政策支援 3,062 

・映画政策産業研究(711) 

・公正環境調査事業(1,495) 

・賦課金管理(771) 

・南北映画交流支援(85) 

韓国映画アカデミー運営 6,243 

現場スタッフ養成 1,153 

・専門性強化教育(611) 

 
6
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・職業訓練支援(542) 

映画享有権強化 7,920 

 ・映画教育支援(706) 

 ・文化疎外階層観覧環境改善(1,673) 

 ・地域映像制作支援(77) 

 ・地域映像生態系基盤構築(5,500) 

アジア映画交流センター運営 1,750 

先端映画技術育成 4,570 先端映画技術支援 3,170 

 ・映画技術標準化商用化支援(927) 

・独立映画ポスプロ技術支援(289) 

・映写技師資格検定運営(154) 

・先端映像 Digital Creature 支援(1,800) 

次世代映像コンテンツ制作支援 1,400 

  ・小型技術起業プロジェクト育成支援(1,400) 

映画企画開発支援 5,843 企画開発支援 5,843 

・シナリオ公募(415) 

・韓国映画企画開発支援(1,630) 

・韓国映画次回作企画開発支援(1,443) 

・企画開発専門力強化支援(2,355) 

映画情報 

システム運用 

1,559 映画情報システム運用 1,559 

 

表 2019年度事業費内訳 ＊単位 100万ウォン 

事業名 66,000 内訳 

映画制作支援 17,311 映画制作支援 8,098 

 ・独立芸術映画制作支援(5,460) 

・アニメ映画総合支援(2,038) 

・専門力量強化(600)      

国際共同製作支援 1,213 

・中国フィルムビジネスセンター運営(571) 

・国際交流活性化(192) 

・海外事務所運営(428) 

・外国映像物ロケ誘致広報費(22)  

投資出資事業 8,000 

映画流通支援 18,810 映画流通インフラ支援 7,904 

・専門館運営支援(3,006) 

・独立芸術映画公開支援(2,830) 



・独立芸術映画流通配給総合支援(680) 

・デジタルオンライン市場活性化(4,218) 

海外進出支援 4,895 

・韓国映画海外進出支援(2,250) 

・韓国映画海外上映行事(1,420) 

・映画撮影地情報ネットワーク構築(225) 

・アジア映画市場支援(1,000) 

国内外映画祭育成 6,011 

・国内映画祭育成(631) 

・独立映画祭開催支援(300) 

・国際映画祭支援(5,080) 

映画政策支援 

 

16,412 映画政策支援 3,328 

・映画政策産業研究(711) 

・公正環境調査事業(1,661) 

・賦課金管理(771) 

・南北映画交流支援(85) 

・有功映画人支援(100) 

韓国映画アカデミー運営 1,874 

現場スタッフ養成 1,523 

・専門性強化教育(711) 

 ・職業訓練支援(542) 

映画享有権強化 6,637 

  ・映画教育支援(759) 

  ・文化疎外階層観覧環境改善(1,669) 

  ・地域映像制作支援(109) 

  ・地域映像生態系基盤構築(4,100) 

アジア映画交流センター運営 1,750 

韓国映画 100周年記念事業 1,570 

先端映画技術育成 3,160 先端映画技術支援 1,460 

  ・映画技術商用化支援(300) 

・映画技術標準化(440) 

・映写技師資格検定運営(160) 

・先端映像技術投入拡散(260) 

・映像制作施設運営(300) 

次世代映像コンテンツ制作支援 1,900 

  ・次世代映像コンテンツ制作支援(510) 

  ・小型技術起業プロジェクト育成支援(1,190) 



映画企画開発支援 6,150 企画開発支援 6,150 

・シナリオ公募(694) 

・韓国映画企画開発支援(1,633) 

・韓国映画次回作企画開発支援(1,458) 

・企画開発専門力強化支援(2,255) 

・支援事業事後管理(110) 

映画情報システム運

用 

2,220  

ナムヤンジュ 

総合撮影所運営 

1,937  

 

表 2018年度事業費内訳 ＊単位 100万ウォン 

事業名 55,285 内訳 

映画制作支援 23,093 企画開発支援 1,518 

・シナリオマーケット(608) 

・企画開発支援(910) 

映画制作支援 6,710 

 ・独立芸術映画制作支援(5,460) 

・韓国映画積立式支援(1,250) 

アニメ映画総合支援 2,038 

デジタル映画ハブ造成 200 

映画現場緊急医療支援 159 

国際共同製作活性化 2,499 

・国際共同製作企画開発支援(150) 

・中国フィルムビジネスセンター運営(562) 

・国際共同製作映画投資誘致行事(360) 

・国際共同製作映画インセンティブ支援(810) 

・海外事務所運営(537)  

・外国映像物ロケ誘致広報(80) 

投資出資事業 10,000 

映画流通支援 14,606 専門館運営支援 3,050  

低予算映画公開支援 680 

デジタルオンライン市場活性化 1,980  

海外進出支援 4,074 

国内映画祭育成 630 

独立映画祭開催支援 112 

国際映画祭支援 4,080 



映画政策支援 

 

9,552 映画政策産業研究 693 

公正環境調査事業 571 

賦課金管理 838 

有功映画人支援 100 

韓国映画アカデミー運営 1,945 

現場スタッフ専門性強化教育 1,337 

職業訓練支援 737 

映像メディアセンター運営 1,091 

文化疎外階層観覧環境改善 1,705 

地域映像制作支援 135 

地域映像生態系基盤構築 400 

先端映画技術育成 4,256 先端映画技術支援 1,538 

  ・現場映画技術発掘支援(349) 

・映画技術標準化(474) 

・映写技師資格検定運営(100) 

・映像技術投入拡散(190) 

・映像制作施設運営(425) 

先端映画制作支援 1,883 

次世代映像コンテンツ制作支援 835 

ナムヤンジュ 

総合撮影所運営 

2,344 管理運営 2,100 

観覧体験施設・教育プログラム運営 214 

スタジオ貸与サービス 30 

映画情報 

システム運用 

1,434  

 

表 2017年度事業費内訳 ＊単位 100万ウォン 

事業名 64,587 内訳 

映画制作支援 32,542 企画開発支援 1,518 

・シナリオマーケット(608) 

・企画開発支援(910) 

映画制作支援 1,025 

 ・独立芸術映画制作支援(1,160) 

・韓国映画積立式支援(1,457) 

・多様性家族映画制作支援(4,170) 

・低予算映画育成支援（1,780） 

・ライブラリー構築（200） 

・アニメ映画総合支援 (1,758) 



国際共同製作活性化 2,499 

・国際共同製作企画開発支援(150) 

・中国フィルムビジネスセンター運営(562) 

・国際共同製作映画投資誘致行事(360) 

・国際共同製作映画インセンティブ支援(810) 

・中国、アメリカ海外事務所運営(537)  

・外国映像物ロケ誘致広報(80) 

投資出資事業 18,000 

映画流通支援 10,318 専門館運営支援 3,050  

低予算映画公開支援 680 

デジタルオンライン市場活性化 1,980  

海外進出支援 2,871 

韓国映画海外上映行事支援 1,000 

映画撮影地情報ネットワーク構築 225 

国内映画祭育成 430 

独立映画祭開催支援 112 

国際映画祭育成 2,580 国内で開催される国際映画祭支援 

人的支援育成管理 4,568 韓国映画アカデミー運営 1,950 

現場スタッフ専門性強化教育 1,794 

職業訓練支援 665 

撮影現場応急医療支援 159 

映画政策支援 

 

1,948 映画政策産業研究 590 

公正環境調査事業 420 

賦課金管理 838 

有功映画人支援 100 

先端映画技術育成 4,427 先端映画技術支援 1,629 

・現場映画技術発掘支援(350) 

・映画技術標準化(549) 

・映写技師資格検定運営(130) 

・映像技術投入拡散(270) 

・映像制作施設運営(330) 

先端映画制作支援 1,883 

次世代映像コンテンツ制作支援 915 

ナムヤンジュ 

総合撮影所運営 

3,111 管理運営 2,511 

観覧体験施設・教育プログラム運営 360 

スタジオ貸与サービス 240 

映画享有権強化 3,470 映像メディアセンター運営 1,085 



文化疎外階層観覧環境改善 1,705 

地域映像制作支援 680 

映画情報 

システム運用 

1,623 KOFICシステム運用 386 

映画館入場券総合統計運用 1,237 

 

表 2016年度事業費内訳 ＊単位 100万ウォン 

事業名 72,411 内訳 

映画制作支援 16,164 企画開発支援 1,520 

・シナリオマーケット(560) 

・企画開発支援(960) 

映画制作支援 7,657 

 ・独立芸術映画制作支援(1,200) 

・韓国映画積立式支援(1,457) 

・多様性家族映画制作支援(5,000) 

国際共同製作活性化 2,667 

・国際共同製作企画開発&インセンティブ支援(1,110) 

・KOPRODUCTION 開催(360) 

・国際共同製作映画投資誘致行事(360) 

・海外事務所/駐在員/中国ビジネスセンター運営(1,087)  

デジタル映画ハブ造成(4,320) 

映画流通支援 9,857 専門館運営支援 3,352  

多様性映画公開支援 480 

付加市場活性化 2,450  

海外進出支援 2,325 

韓国映画海外上映行事支援 1,000 

映画撮影地情報ネットワーク構築 250 

投資出資事業 10,000 マザーファンド出資 （映像専門投資組合向け）10,000 

国際/国内映画祭

育成 

4,022 国内で開催される国際国内映画祭支援 

人的支援育成管理 5,090 韓国映画アカデミー運営 2,009 

現場スタッフ専門性強化教育 2,222 

職業訓練支援 700 

撮影現場応急医療支援 159 

映画政策支援 

 

1,803 映画政策産業研究 590 

公正環境調査事業 420 

賦課金管理 838 

有功映画人支援 100 



先端映画技術育成 5,555 先端映画技術支援 1,610 

  ・現場映画技術発掘支援(350) 

・映画技術標準化(440) 

・映写技師資格検定運営(140) 

・映像技術投入拡散(350) 

・映像制作施設運営(330) 

先端映像ソフトウェア利用支援 955 

先端映画制作支援 1,110 

次世代映像コンテンツ制作支援 1,880 

ナムヤンジュ 

総合撮影所運営 

2,538 管理運営 2,157 

観覧体験施設・教育プログラム運営 341 

スタジオ貸与サービス 40 

映画享有権強化 3,232 映像メディアセンター運営 1,030 

文化疎外階層観覧環境改善 2,002 

地域映像制作支援 200 

映画振興委員 

地方移転 

12,322 釜山移転費用 

映画情報 

システム運用 

1,828 KOFICシステム運用 499 

映画館入場券総合統計運用 1,329 

 

イ．KOFICの国内映画支援の枠組7 

 

a. 企画開発 

 

KOFIC の企画開発支援は、3 つのフェーズに応じて段階的に行われる。韓国映画界に新たなクリエイ

ティビティと革新をもたらす制作者に対し、企画開発の段階別支援を通じた多様なジャンルとテーマの映

画制作の可能性を拡大することを目的としたものだ。第 1 段階のトリートメント8(*)開発支援ではシノプ

シスのトリートメント化を図り、第 2 段階のシナリオ開発へと繋げる。また、企画開発能力は優れているが

開発費投資誘致が困難な制作者に対し、第 3 段階では映画プロジェクト企画開発誘導を行っている。

各段階での支援の詳細は、下記の通りである。 

 

 

 

 
7
 https://www.kofic.or.kr/kofic/business/prom/promotionBoardList.do#none 

8
 「トリートメント」とは映画の内容や形式を描いたスケッチ等を指し、アイディア (プロット) と脚本の中間に位置する、詳細なあらすじのこ

と。脚本執筆の前に映画の構成を確認するために執筆され、主要セリフや演出に関する記載も含まれる。映画の特徴やスタイルが明らか

になることで本格的な脚本へと発展する 

https://www.kofic.or.kr/kofic/business/prom/promotionBoardList.do#none


図：KOFIC における開発支援の段階図 

 

 
 

支援名 한국영화기획개발지원 1단계 - 트리트먼트 개발 지원사업 공고 

支援概要 韓国映画企画開発支援 1段階 トリートメント開発支援 

主な条件 ・プロダクションの申請は不可（個人またはチームでのみ申請可能） 

・個人（1 名）申請要件：プロデューサー、脚本、監督が対象で、過去に劇

場公開された長編映画でのクレジットが 1 作以上あること 

・チーム（2 名以上）申請要件：プロデューサー、脚本、監督から 2 名以上

が参加すること。うち 1 名が代表で申請し、過去に劇場公開された長編映画

でのクレジットが 1 作以上あること 

※「劇場公開」とは全国で最低 7 スクリーンまたは 7 回以上の上映を行われた

作品のことを指す 

支援上限額 38 作品前後対象に、1 作品あたり 1500 万ウォン前後 

 

支援名 한국영화기획개발지원 2단계 - 시나리오 개발지원 사업 공고 

支援概要 韓国映画企画開発支援 2段階 シナリオ開発支援 

主な条件 ・個人（1 名）申請要件 

 プロデューサー、脚本、監督が対象で、過去に劇場公開された 

長編映画でのクレジットが 1 作以上あること 

・チーム（2 名以上）申請要件 

 プロデューサー、脚本、監督から 2 名以上が参加すること。 

 うち 1 名が代表で申請し、過去に劇場公開された長編映画でのクレジットが

1 作以上あること 

・制作プロダクション申請要件 

 プロデューサー、脚本、監督から 2 名以上が参加すること。 

 申請者はプロダクション代表が行い、また過去に劇場公開された長編映画で

のクレジットが 1 作以上あること 

支援上限額 20 作品前後対象に、1 作品あたり 2000 万ウォン前後 

 

 



支援名 한국영화기획개발지원 3단계 - 시나리오 사업화 지원사업 공고 

支援概要 韓国映画企画開発支援 3段階 シナリオ事業化支援 

主な条件 ・チーム（2 名以上）申請要件 

 プロデューサー、脚本、監督から 2 名以上が参加すること。 

 うち 1 名が代表で申請し、過去に劇場公開された長編映画でのクレジットが

1 作以上あること 

・制作プロダクション申請要件 

 プロデューサー、脚本、監督から 2 名以上が参加すること。 

 申請者はプロダクション代表が行い、また過去に劇場公開された長編映画で

のクレジットが 1 作以上あること 

支援上限額 15 作品前後対象に、1 作品あたり 4000 万ウォン前後 

 

その他の企画支援については、下記に示したとおりである。 

 

支援名 애니메이션 영화 초기기획지원 사업 공고 

支援概要 アニメーション映画初期企画支援事業 

主な条件 韓国内の映画制作事業社または個人が対象 

企画、制作準備中の劇場用国産長編アニメーションに対して 

具体対象：シナリオ・メインキャラ・主要デザインの開発費 

支援上限額 4 作以内を対象に、1 作品あたり 5000 万ウォン前後 

 

支援名 지역영화 기획개발 및 제작지원사업 공고 

支援概要 地域映画企画開発、制作支援 

主な条件 ソウル以外の全国単位で地域映画の開発、制作支援事業遂行のため作品を

選定。かつ管理運用の可能な法人を対象に企画開発費と制作支援事業費

支援 

支援上限額 1 法人のみ / 4 億ウォン 

 

支援名 한국영화 차기작 기획개발지원사업 공고 

支援概要 韓国映画次作企画開発支援 

主な条件 ・過去劇場公開実績のある制作プロダクションに対しての、次回作の開発費支

援 

A:長編劇映画 

 観客数 10 万人以上の実績のあるプロダクションの次回作 

  支援額は下記ポイント制で算出される 

100,000 人 1 人当たり 100 ポイント（最小 1 千万ウォン） 

100,001～500,000 人 1 人当たり 75 ポイント 



500,001～1,000,000 人 1 人当たり 20 ポイント 

100 万人以上の場合は 5000 万ウォン 

 

（算出例）観客数 834,000 人の場合（長編劇映画） 

100,000 人×100p  =1000 万ウォン 

400,000 人×75p =3000 万ウォン 

334,000 人×20p ＝668 万ウォン 

＝合計（約）4600 万ウォン 

B:独立芸術映画 

 観客数 5000 人以上の実績のあるプロダクションの次回作 

5,000～10,000 人   300 万ウォン 

 10,001～20,000 人   500 万ウォン 

 20,001～40,000 人     700 万ウォン 

40,001～100,000 人   1000 万ウォン 

支援上限額 45 作以内を対象に、1 作品あたり最大 5000 万ウォン前後 

 

b. 制作 

 

支援名 독립예술영화 제작지원사업 공고 

支援概要 独立芸術映画制作支援 劇映画長編部門（一般） 

主な条件 制作費 10 億ウォン未満の実写劇映画（60 分以上） 

 ※撮影開始済のもの、申請後 2 カ月以内に撮影予定の作品は除く 

監督個人申請時：長編短編の演出歴のある個人 

プロダクション申請時：長編短編の演出歴のある監督と契約をしたプロダクショ

ン 

支援上限額 最大 4 億ウォン 

 

支援名 독립예술영화 제작지원사업 공고 

支援概要 独立芸術映画制作支援 劇映画長編部門（新人） 

主な条件 制作費 10 億ウォン未満の実写劇映画（60 分以上） 

 ※撮影開始済のもの、申請後 2 カ月以内に撮影予定の作品は除く 

監督個人申請時：長編演出歴は無く、短編演出歴が 1 作以上ある 個人 

プロダクション申請時：上記監督と契約をしたプロダクション 

支援上限額 最大 1.5 億ウォン 

 

支援名 독립예술영화 제작지원사업 공고 

支援概要 独立芸術映画制作支援 劇映画短編部門 



主な条件 制作費 5000 万ウォン未満の実写劇映画（60 分未満） 

監督個人申請時：長編短編の演出歴がある。または映画へのクレジットが 2

作以上ある 

プロダクション申請時：上記監督と契約をしたプロダクション 

支援上限額 最大 2000 万ウォン 

 

支援名 독립예술영화 제작지원사업 공고 

支援概要 独立芸術映画制作支援 ドキュメンタリー部門（一般） 

主な条件 ・制作費 10 億ウォン未満のドキュメンタリー映画（60 分以上） 

※撮影開始済のものも申請可能だが支援金額は一考される 

・監督個人申請時：長編演出歴があること 

・プロダクション申請時：上記監督と契約をしたプロダクション 

支援上限額 最大 1 億ウォン 

 

支援名 독립예술영화 제작지원사업 공고 

支援概要 独立芸術映画制作支援 ドキュメンタリー部門（新人） 

主な条件 制作費 10 億ウォン未満のドキュメンタリー映画（60 分以上） 

※撮影開始済のものも申請可能だが支援金は一考される 

・監督個人申請時：長編演出歴は無く、短編演出歴が 1 作以上ある 

・プロダクション申請時：上記監督と契約をしたプロダクション 

支援上限額 短編：最大 2000 万ウォン 

長編：最大 5000 万ウォン 

 

支援名 애니메이션 영화 장편제작지원 사업 공고 

支援概要 アニメーション映画長編制作支援 

主な条件 韓国制作プロダクションが制作予定の制作費 30 億ウォン以内の 

 劇場用長編アニメ制作支援 

A:制作費 10 億ウォン未満時 

 4 億ウォン～7 億ウォンを支援 

 ただし自己出資率が 10％以上であること 

 人件費優先支払い義務 

B: 制作費 10 億～30 億ウォン未満時 

 4 億ウォン～7 億ウォンを支援 

 ただし自己出資率が 30％以上であること 

 (他社からの投資契約のある場合優先支援) 

 人件費優先支払い義務 

支援上限額 2 作前後 詳細上記 



 

支援名 애니메이션 영화 중단편제작지원 사업 공고 

支援概要 アニメーション映画中短編制作支援 

主な条件 韓国制作プロダクションが制作予定の上映時間 20 分前後の中短編アニメ制

作支援 

監督個人申請時：過去作品 1 作の提出 

プロダクション申請時：契約済み監督の過去作提出 

支援上限額 3 作前後に 1 作あたり 1000 万ウォン前後  

 

c. 興行 

 

支援名 독립예술영화 개봉지원 사업 공고 

支援概要 独立芸術映画公開支援 

主な条件 作品性芸術性を兼ね備えた上映時間 60 分以上（オムニバス含）の 

 韓国劇映画・ドキュメンタリーの劇場公開のための配給広報支援 

 ※申請前に公開されたものは対象外 

支援上限額 20 作前後に 1 作品あたり 4000 万ウォン均一 

 

支援名 애니메이션 영화 개봉지원 사업 공고 

支援概要 アニメーション映画公開支援 

主な条件 完成済みのアニメーション映画の公開支援 

対象経費 

A:配給 プリント制作費・配給代行費・DCP 制作費・映倫審査費等 

B:広報 宣伝材料制作費・広報代行費等 

支援上限額 2 作品前後に 6000 万ウォン前後 

 

d. 海外展開 

 

支援名 한국영화 해외배급 선재물 제작지원 사업 공고 

支援概要 韓国映画海外配給宣材物制作支援 

主な条件 対象：製作完了後 1 年以内の海外配給が予定されている劇映画・アニメー

ション・ドキュメンタリーで期間内に宣材制作が可能な制作費 20 億ウォン以

内の中・低予算の韓国映画（アニメの場合は 50 億ウォン以内） 

支援内訳：海外宣材制作に必要な翻訳費・字幕制作費・ダビング費・ME

費・海外用広報物制作費等 

支援上限額 上半期 5 作・下半期 5 作前後 1 作あたり最大 800 万ウォン 

 



e. 映画祭 

 

支援名 국제영화제 참가활동 지원사업 공고 

支援概要 国際映画祭参加活動支援 

主な条件 制作費 60 億ウォン以内の中・低予算韓国映画で国際映画祭参加支援対

象の映画祭やプロジェクト行事に招待された長・短編韓国映画、劇場用アニメ

ーション、VR 映画に対しての支援 

（TV シリーズ、広告、ミュージックビデオは対象外） 

支援上限額 年平均 60 作前後  

参加者航空券費・海外用 DCP 制作費上限 300 万ウォン・通訳費等 

 

支援名 국내영화제육성지원 사업요강 

支援概要 国内映画祭育成支援 

主な条件 国内開催の映画祭や授賞式を実施し韓国映画の発展を担う支援 

 ※営利目的の事業は対象外 

 ※2020.1.1～ 2020.12.31 実施が対象 

支援上限額 25～30 前後の行事の運営費の一部負担（総額 6 億 2200 万ウォン） 

 

支援名 필름마켓 참가지원(기술서비스업체 대상) 사업공고 

支援概要 フィルムマーケット参加支援（技術サービス業対象） 

主な条件 韓国映画技術サービス業者に対し支援対象となるフィルムマーケット参加（航

空券・ブース費・マーケットバッジ費・広報費用等）と契約活動のための航空券

支援 

支援上限額 前年度実績に応じて業態別に支給（総額 5000 万ウォン） 

 

支援名 필름마켓 참가지원(해외세일즈사 대상) 사업공고 

支援概要 フィルムマーケット参加支援（海外セールス社対象） 

主な条件 韓国映画を海外販売する海外セールス専門社に対し、支援対象のフィルムマ

ーケット参加（航空券・ブース費・マーケットバッジ費・広報費用等）支援 

 

支援上限額 昨年度実績に応じ業者別に支給（総額 3 億 9000 万ウォン） 

 

 

 

 

 

 



f. 人材育成 

 

人材育成に関しては、KOFIC 内に映画専門人材の養成のために 1984 年に設立された韓国映画

アカデミー(Korean Academy of Film Arts、通称「KAFA」9)が専門教育機関として中心となり活動

を行っている。少数精鋭で映画演出、撮影、アニメーション、プロデューサー専攻を運営しており、2006

年からは長編コースを設け、毎年 4 本の長編映画を製作する「現場実務型」の教育を進めている。コー

スを通じて製作した映画の多くは国内外の映画祭に出品され、多数の受賞歴を誇る。 

 

以下は 2020 年度に公募のあった KAFA の人材育成プログラムの一覧である。コロナの影響もありオ

ンラインでの講座が目立ち、実務は少ない。 

 

(a) Intensive Program(正規課程) 

 

四半期で行われる教育プログラム。既に経験を積み、エキスパートになる素質を有している映画制作

者が対象とし、集中的に学習する場としている。学歴や年齢、国籍の制限はない。 

 

プログラム名 영화 촬영조명 워크숍 

支援概要 映画照明ワークショップ 

主な内容 映画照明技術の能力強化のため、新しい技術の学習やテスト撮影などの実習

を通して、作品制作に直接生かせる技術を習得する 

 

プログラム名 창작반(시나리오/연출/기획제작) 

支援概要 シナリオ/演出/企画制作 講座 

主な内容 ・企画開発に必要なシナリオ、演出、制作分野別能力教育 

 ・ジャンルと専門分野別（アクション、スポーツ、コメディ、メロドラマ、スリラー、

SF など）の企画開発講座 

 

プログラム名 기술반(VFX 프로듀싱과정/프리비즈제작실무) 

支援概要 VFXプロデュース過程/プリビズ制作実務 

主な内容 ・VFX プロデュース：VFX の基礎/作品事例分析/作品適用実習を通じた

VFX プロダクションマネジメントプロセスの理解と VFX 専門能力を強化 

・プリビス制作実務：事前視覚化可能な活用教育を通じた、映画制作と企

画のクオリティ向上 

 

 

 
9
 http://www.kafa.ac/index.do 

http://www.kafa.ac/index.do


プログラム名 시나리오프로그램 씨네한글 

支援概要 シナリオプログラム「シネハングル」実習 

主な内容 ・シナリオ作成のためのソフトウェア「シネハングル」の活用方法の習得 

・シネハングルのシナリオを適用し、企画制作現場との連携方策習得 

・作品の事例分析とシナリオへの適用実習 

 

プログラム名 글로벌 비즈니스 직무교육 

支援概要 グローバルビジネス職務教育 

主な内容 10 日間に亘るオンラインでの講義を通じ、グローバルビジナスについて学ぶ 

講義例：韓国映画とアジア市場、韓日国際共同製作ケーススタディ、ポストコ

ロナの中国、東南アジアの国際共同製作、欧州映画市場と韓国映画、映画

上映環境の変化、欧州映画市場と国際共同製作など 

 

プログラム名 영화연출의 이해 

支援概要 映画演出の理解 

主な内容 映画演出にかかる様々なジャンルの専門講師を招き、実務に役立つスキルの

取得と映画製作現場で必須となる基礎知識などを身につける 

講義例：ビジュアライゼーション、ストーリーテリング、ミザンセー(作品の筋、登

場人物を作り出すこと)等 

 

プログラム名 프러덕션 디자인과 영화음악 

支援概要 プロダクションデザインと映画音楽 についての講座 

主な内容 映画美術：プロダクションデザイン概要、シナリオ理解、デザインと造形、ミザン

セーヌの理解、キャラクターデザイン基礎 

映画音楽：映画音楽概要、シナリオ理解、製作過程、音楽著作権 

 

プログラム名 시나리오과정 통합 

支援概要 シナリオプロセス 総合講座 

主な内容 シナリオにかかる様々なジャンルの専門講師を招き、実務に役立つスキルの取

得と映画製作現場で必須となる基礎知識などを身につける 

講座例：シナリオ作成理論、作成実務 

 

プログラム名 영화투자배급 교육생 

支援概要 映画投資配給講座 

主な内容 オンラインでの受講を通じ、投資配給について学ぶ 



講座例：投資配給市場動向、企画開発ファンド、中小の配給会社、海外ロ

ケーションインセンティブ、海外スタジオ、OTT 市場 

 

(b) Advanced Program（上級課程） 

 

長編映画制作を目的とし、正規課程の卒業生を対象として実践的な養成を行うプログラム。制作だ

けでなく企画や撮影、ポストプロダクションまで全工程にわたり専門的な指導を受けることができる。正規

課程の卒業生を対象とするため、公募は無い。年間 4 本の長編映画が制作され、完成後に韓国のシネ

コン大手 CGV で企画上映が行われ、配給がつけばその後に通常の興行の可能性もある。以下は長編

映画過程とは別に開講されている講座である。 

 

プログラム名 영화분야 청년취업 지원을 위한 예비영화인 교육 

支援概要 映画産業への青年就職支援のための講座 

主な内容 ・韓国映画産業の主要職種の基本知識と業界最新動向 

・韓国映画産業の現役映画人による講座 

 

プログラム名 애니메이션산업이해  

支援概要 アニメーション産業理解のための講座 

主な内容 アニメ産業理解を深めるための 20 の講義の開講 

講座例：アニメ産業概略、ハリウッドアニメの企画開発、マーチャンダイジング、

ポストプロダクション、マーケティング、海外セールスなど 

 

プログラム名 영화시장변화 이해 

支援概要 映画市場変遷の理解 

主な内容 オンラインでの全 30 講座の受講を通じ、映画市場の現状について学ぶ 

講座例：OTT、ウェブ小説、投資、クラウドファンディング、IP 市場、国際共同

製作、グローバル市場の展望など 

 

プログラム名 영화연기 워크숍 

支援概要 演技ワークショップ 

主な内容 ・必須：映画俳優の基礎能力 

・基礎：映画演出者との現場での演技ワークショップ 

・能力：現場映画俳優と特殊技能（モーショングラフィックス、ゾンビ、アクショ

ン、特殊撮影）を学ぶ 

 

プログラム名 젠더 감수성에 기반한 현장영화인 통합직무교육 

支援概要 ジェンダー感受性(被影響性)に基づく現場映画統合職務教育 



主な内容 ジェンダー感受性に基づいた韓国映画の制作現場環境づくりのために、女性の

観点の映画企画‧開発と制作現場の業務プロセスなど全般を再検証することに

より、現場のジェンダー感受性強化や映画的表現の範囲の多様性の拡大を図

る 

 

プログラム名 영화제스태프 직무교육 

支援概要 映画祭スタッフの職務教育 

主な内容 ・現場映画スタッフの再教育を通じた専門性の強化と現場映画人材の産業内

離脱防止、専門人材輩出 

・様々な国内映画祭のスタッフの職業訓練を通じ、従事者の専門性強化と他

の職務分野についての理解向上 

 

(c) KAFA+ Next D 

 

既に映画の現場で働く映画制作者のために、最先端の映画技術と映画文法のトレーニングを提供す

るプログラム。 

 

プログラム名 S3D VR 입체 단편영화제작교육 및 첨단영화제작교육 심화과정 

교육생 모집 공고 

支援概要 S3D （ステレオスコピック 3D）VR立体短編映画制作教育と最先端の映

画制作教育 

主な内容 ・VR 立体化過程の基本教育 

・撮影、講義/作品分析セミナー（ケーススタディ） 

・VR 短編映画制作実習/ゲームエンジン（UNITY）の活用 

 

ウ. KOFICの外国映画誘致政策 

 

外国の映像作品を誘致するためのロケーションインセンティブ（補助金）は、KOFIC ではなく全額「観

光振興開発基金」から支出される。韓国国内で支出がなされる外国映像作品の制作費一部を支援す

ることにより、観光誘発、雇用創出などの諸経済効果の向上と外国映像作品の撮影・ポストプロダクショ

ン誘致を通じ韓国映画産業の製作能力向上と国際的な製作ネットワークの形成を図る。 

 

a. 支援対象 

 

・外国映像製作会社が企画・開発し製作する外国映像作品で、外国資本が純制作費 80％を超えて

投資されている長編劇映画、TV シリーズ、ドキュメンタリー 

・「長編劇映画」とは、映像がフィルムまたはハードディスクなどデジタルメディアでの著作物として、映画館



などや施設などオンラインで公に観覧させることを目的に制作された 70 分以上の長編実写劇映画を指

す 

・「TV シリーズ」とは、テレビやオンライン配信を目的に制作され、事前に計画された一定本数のエピソード

で構成されている実写ドラマやエンターテイメントプログラム（各エピソードは、構成または内容面で共通

要素を持たねばならない）を指す 

・「ドキュメンタリー」とは、映画館などや施設、テレビ、オンライン配信を目的に制作されたドキュメンタリーを

指す 

・アニメーション、広告、スポーツイベント、教育プログラムは対象外となる 

 

b. 作品条件 

 

・「観光寄与」、「韓国映画産業寄与」、「外国製作者参加度」を KOFIC で評価し、支援の必要性が

認められなければならない 

・KOFIC が認める国内での映像製作費用（以下「製作認定費用」）が 5 千万ウォン以上であること。

（TV シリーズは、複数エピソード制作費合算可） 

・韓国で少なくとも 3 日以上の撮影があること 

 

c. 申請者条件 

 

・韓国に設立され事業者登録された法人であること 

・映画制作業者やビデオ制作業者、または放送映像独立制作会社 

・外国映像製作会社とプロダクションサービス契約を結び、外国映像の国内制作に必要な役務を提供し、

国内制作費執行を管理する企業（外国映像制作会社の韓国内支社、出資法人は申請不可） 

※ただし、韓国人や韓国法人子会社が海外出資し、50％を超える株式を所有した法人又は韓国法

人海外支社は「外国映像制作会社」とみなさない 

 

d. 支援内容 

 

・制作として認定された費用の 25～30％にあたる現金支援（1 作品当たりの補助金額は残存する予

算範囲内で対応） 

1 30％リファンド：国内撮影 10 日以上、国内執行費用 20 億ウォン以上 

2 25％リファンド：国内撮影 3 日以上、国内執行費用 5000 万ウォン～20 億ウォン未満 

・国内で発生し、制作として認定された費用は、国内での本撮影日 3 ヶ月前から費用確認監査報告書

作成日までに発生した費用に限り認め、支援申請者は申請書上に記載した銀行口座を通じ法人カー

ド決済または口座振替、電子税金計算書使用方法で至急される 

・ポストプロダクション作業支出と俳優及びスタッフの人件費は、それぞれ製作認定申請額の 50％を超え

ることはできず、主演俳優出演料は総キャスト、スタッフ人件費申請額の 30％を超えることはできない 



・作品当たりの補助金額は、最大 7 億ウォン 

・韓国から他の公的支援を受ける場合、支援額は同補助事業から製作認定費用とし申請することはで

きない 

 

e. 年間予算 

 

・8 億ウォン 

・補助金は、ソウル/釜山/チェジュ以外の撮影地域について一定期間期（上半期）の間、予算

（10％以内）を配分支援。ただし、一定期間（上半期）間に支援申請がない場合には全地域対

象に支援する 

・補助金は、課税対象となる 

 

f. 申請と支援までのスケジュール 

 

(a) 申請手続きの流れ 

 

事前申請→約定書締結→最終申請→補助金支給の順で進行する 

・事前申請：支援申請者が事前申請書と諸添付書類を KOFIC に提出。評価委員会で支援するかど

うか、支援可能金額を評価、KOFIC から評価結果を最終審査によって支援申請者に通知 

・約定書締結：KOFIC と支援申請者の間で支援約定書締結 

・最終申請：支援申請者から最終支援申込書と費用を確認。監査報告書と補助事業精算報告書

の検証など諸添付書類を提出させ、評価委員会で支援するかどうか、および補助金の最終的評価 

・補助金支給：KOFIC から評価委員会評価結果を最終審議認定の費用を支給 

 

(b) 事前申請 

 

申請者は、映像作品の韓国内の本撮影日 30～90 日前に以下書類を提出しなければならない 

 

【オンライン提出書類】 

1 事前支援申請書（所定様式） 

・支援者と外国映像制作会社情報 

  ・作品プロット 

  ・作品言語、監督、撮影地、俳優、制作スタッフ、撮影機材、ポスプロ情報 

2 全体撮影計画書 

3 支援者の事業者登録証、法人登記簿謄本、映画制作/ビデオ制作/放送映像制作会社

（該当業種）申告証各 1 部 

4 外国映像製作会社の事業者登録証、法人登記簿謄本（またはこれに準ずる書類）各1部  



5 国内執行純制作費予算計画書（所定様式）1 部 

6 シナリオ原語本と韓国語本（申請日基準）各 1 部 

7 監督フィルモグラフィー（演出本数、演出作、観客数または売上高/視聴率、映画祭受賞回

数など含めて記載） 

8 主・助演俳優フィルモグラフィー（出演本数、出演作観客数または売上高/視聴率、映画祭

受賞回数など含めて記載） 

9 総責任プロデューサー、脚本家、撮影監督フィルモグラフィー（参加本数、参加作観客数また

は売上高/視聴率、映画祭受賞回数など含めて記載） 

 

【オフライン提出書類】 

1 全体純制作費の調達計画書（所定様式、外国映像製作会社が作成）1 部 

2 外国映像製作会社の投資契約書写し、国文公証本 各 1 部 

3 外国映像製作会社と締結したプロダクションサービス契約写し、国文公証本各 1 部 

4 性犯罪・セクハラ講習確認書（所定様式）1 部 

5  性犯罪・セクハラ防止誓約書（所定様式）1 部 

 

・申請者は、プロダクションサービス契約上の国内執行製作予算の超過申請不可 

・関係書類審査後、KOFIC は追加資料を要求でき、申請者は 5 日以内に関連資料を提出しなけれ

ばならない。資料の提出が遅れる場合、KOFIC は、その映像支援申込受付をキャンセルまたは留保で

きる 

・KOFIC は、評価委員会を開催して、申請者が提出した関係書類をもとに支援申請資格と対象かどう

か、制作認定費用の申請内容の適正性を評価後、支援するかどうかと可能な制作認定コストを決定す

る 

・評価委員会は、評価当日に同事業残存予算で対応可能額を決定する 

・KOFIC は、評価委員会の決定事項を審議・議決して、支援申請者に結果を通知する。KOFIC は、

支援可否と支援可能金額のすべての決定権限を持ち、決定に対する不服申立は認められない。ただし、

支援決定された映像制作に重大な変更が発生し返戻事由が解消されたと判断した場合支援申請者

は、再申請も可能である 

・評価委員会は、事前決定作品が計 2 回以上申請を中止した場合は、審査対象から除外することが

できる 

・映画振興委員の企画開発及び制作支援事業に選定された作品は審査対象から除外する 

・KOFIC の関連規定または各種約定および契約に違反し、制裁措置期間中の作品と制作会社（代

表）、配給会社（代表）、監督および個人は、申請不可 

※申請者は、申請書受付の前に KOFIC への債務の返済を完了する 

 

 

 



(c) 約定書締結と国庫補助統合管理システムへの登録 

 

・事前申請結果の通知後 2 週間以内に KOFIC と支援申請者は約定書を締結する 

・同意書は合計 3 部（公証用 1 部を含む）を提出し公証費は支援申請者が負担する 

・約定書締結後に撮影計画書上の国内本撮影日から 3 ヶ月以内に撮影が開始されない場合、

KOFIC は同事業の予算の効率的運用のため支援契約を解約する権利がある 

・支援申請者は企画財政部「国庫補助統合管理システム」に補助金執行と精算に関する内容を登録

する 

 

(d) 中間精算 

 

申請者は、制作進行中であっても必要性が認められた場合、履行保証保険証券、費用確認監査

報告書等、KOFIC が要請する資料を提出の上補助金中間支払を 1 回申請可能 

 

(e) 最終申請 

 

・事前申請から最大 12 ヶ月以内に国内での映像制作を完了 

・国内制作完了日から 3 ヶ月以内に最終的申請書をはじめとする以下関係書類を KOFIC に提出する 

・必要に応じ両者間の合意によって書類の提出期限の延長は可能とする 

 

【オンライン提出書類】 

1 最終支援申請書（所定様式） 

プロット、作品言語、監督、撮影地、俳優、スタッフ、撮影機材、ポスプロ情報 

2 デイリー撮影進行報告書 

3 国内執行純制作費精算書（所定様式）1 部 

4 最終シナリオ原語本と韓国語版 各 1 部 

 

【オフライン提出書類】 

1 全体純制作費の調達計画書最終版（所定様式、外国映像製作会社が作成）1 部 

2  費用確認監査報告書と補助事業精算報告書の検証報告書（会計法人で作成） 

3  配給上映契約または確認書のコピー、国文公証本各 1 部 

4  外国映像製作会社の外貨送金取引明細書 1 部 

5  映像（国内撮影シーン収録）DVD 

6  性犯罪・セクハラ予防教育履修書（所定様式）1 部 

7  映画の労働者報酬支払い履歴（所定様式）1 部 

8  支援事業参加者比統計データ（所定様式）1 部 

 



(f) 補助金支給 

 

・最終決定された製作認定費用に基づき補助金を申請、銀行口座に支払われる 

・補助金は、別途通帳および国支援預託口座を利用し管理・運用し、KOFIC で定める基準に基づい

て運用かつ精算しなければならない 

 

(g) 支援作配給・流通の結果提出 

 

・申請者は、映像制作完了または公開、放映後の映像最終版 DVD（2 枚）を KOFIC に提出する 

・申請者は、映像製作の完了後、海外での劇場、TV やオンライン配信、放送などの配給・流通の結果

を KOFIC に提出する 

 

(h) 評価委員会の構成 

 

・KOFIC は、支援申請資格と支援対象かどうか、製作予算書及び執行の適正性を評価し、補助金額

を算定するために内外の専門家 7 人以内の評価委員会を構成する 

・委員会は、申請者がすべての書類を揃え、事前申請書の提出を完了した場合にのみ正式に受理し、

評価委員会は、正式に受理された順に評価を進める 

・評価委員会は、詳細な評価のために KOFIC を介して申請者に追加の材料を要求することができ、申

請者が全資料を提出した場合にのみ評価を進める 

 


